
乗務員募集説明会

60歳未満・普通免許取得後3年以上であれば、どなたでも参加いただけます60歳未満・普通免許取得後3年以上であれば、どなたでも参加いただけます

開催!!

開催日の前日までにお電話でお申し込みください

お問い合わせは

乗務員ってどんな仕事?
私にも、運転できるかしら?

バスの仕事に興味があるけれど、ちょっぴり不安という方の疑問に
お答えするため、説明会を開催します。
説明会では、実際のバスを体験していただいたり、乗務員の業務内
容の説明の他、現役の社員から直接話を聞くことができます。バス
の仕事に興味のある方は、ぜひご参加ください。

乗務員希望の方は、60歳未満の方で、普
通免許取得後3年以上であれば、どなた
でも参加いただけます。

2023年 4月 14日（金） ・ 25日（火）
 5月 12日（金） ・ 23日（火）
 6月 13日（火） ・ 30日（金）
● バス乗務員の説明会 ・・・・・・・・・・13:30から
説明会は1時間程度の内容です

人事総務課まで （月～金8:30-18:00）

会津バス 本社　会津若松市白虎町195
（会津バス一中前バス停下車徒歩3分）

そんな疑問にお答えします。

● 参加資格

● 日　時

● 場　所

● お申し込み・お問い合わせ

0242-22-5553

バス乗務員募集

経験ゼロでも、充実の指導・研修で、しっかりサポート。

乗務員として採用された場合には、会社負担で2種運転免許が
取得できます。（※5年以上の従事が必要です）

2種運転免許取得養成制度

現在、多くの方が、この養成制度を利用して乗務員として活躍しています。

https://www.aizubus.com
〒965-0024 福島県会津若松市白虎町195会津乗合自動車株式会社 人事総務課会津バス 検索

会津バス

0242-22-5553

2023年4月14日（金）・25日（火）  5月12日（金）・23日（火）  6月13日（火）・30日（金）
乗務員募集説明会開催!



会津若松市、喜多方市、会津坂
下町、南会津町、西会津町、郡
山市湖南町の営業所

■友人が運転している姿を何度も見かけていて
いました。そんなとき、息子がスクールバスで学
校に通い始め、自分の運転するバスで息子を登
校させてあげられたら嬉しいと思いバスのドラ
イバーになりました。

■ バス乗務員 男性（35歳）

バス・タクシー乗務員 募集内容

●50歳未満の方は……

※但し、入社後5年未満で退職した際は取得費用全額を返済していただきます。

●50歳以上60歳未満の方は……
　運転免許取得費用を会社で一時立替えいたします。

会津乗合自動車株式会社 人事総務課
祝日を除く月曜～金曜 8:30～18:00お問い合わせは

未経験の方でも2種免許取得養成制度を活用してバス・タクシー乗務員になれます。

免許取得費用は全額会社負担です

職　種

応募資格

仕事内容

勤務地

時　間

休　日

待　遇

給　与

路線バス・高速バス・貸切バス
の運転業務

普通1種免許取得3年以上の方
または大型2種免許所持の方
60歳未満の方

バス乗務員

■元々バスの運転に興味がありましたが、自信
がなく踏み出せずにいました。
先輩運転手の方と知り合い、「大丈夫だ」と背中
を押してもらったのがきっかけです。
乗用車にはない視点から運転できることが爽快
感があって楽しいです。
いろんな車種に乗れるのも魅力ですね。

■ バス乗務員 女性（33歳）

■前職で運行管理者に携わり、それがきっかけ
でバス乗務員に興味を持ちました。
路線バスという地域密着の誇り高い仕事がした
くて思い切って転職しました。
今では毎日が充実しています。

■ バス乗務員 男性（35歳）

0242-22-5553

勤務シフトによる（所定8時間）

週休2日制

社会保険完備・無事故手当支給
路線バス職務乗車証発行
各種社員割引制度有り
（車検、旅行、タクシー）

基本給166,900円＋諸手当
入社1年目の実績：諸手当含め24万程度

充実した教育体制で
未経験の方でも
プロドライバーに!!

採用内定後に、免許取得費用を50歳未満の方は全額会社負担
で、50歳以上の方は会社が一時立替え（分割返済）で、当社指定
の自動車教習所にて2種免許を取得していただく制度です。

入社後に分割して返済をしていただくようになります。
（60回を限度に回数・金額は応相談）

職　種

応募資格

仕事内容

勤務地

時　間

休　日

待　遇

給　与

一般タクシー、貸切タクシーの
運転業務

普通1種免許取得3年以上の方
または普通2種免許所持の方
60歳未満の方

タクシー乗務員

勤務シフトにより
実働5.5時間～12.5時間

5勤1休

社会保険完備・無事故手当支給
路線バス職務乗車証発行
各種社員割引制度有り
（車検、旅行、タクシー）

基本給144,300円＋調整給＋歩合給＋諸手当
歩合・諸手当含め25万～30万程度、
入社1年目でも30万可能

大型2種免許取得養成制度

時代に即応する交通事業をめざして
会津若松は歴史ある観光地です。日本全国のみならず、海
外からも多くのお客様が足を運んでくださいます。私たち会
津バス・あいづタクシーは地域の人たちの身近な足として
はもちろん、観光で訪れる方々の素敵な思い出作りの一役
を担いたいと日々励んでいます。

交通を通じて地域に貢献するにあたり、私たちが掲げるモッ
トーは「お客様目線に立つ」ということです。例えばマイカー
普及率の高い地域にあって、高齢者の中には公共機関を利
用して通院される方もたくさんいらっしゃいます。そんな
方々のために、会津全域を走る路線バスや地域巡回バスの
他、病院循環バスを運行しています。

また、タクシーの乗務員が自主的に歴史の勉強をして観光
案内するのは、私たちが常々心がけている「笑顔とおもてな
しの心」の表れだと思います。その他、観光周遊バス、定期
観光バス、高速バス、観光タクシーなどニーズに応じた多様
な形態をご用意し、お客様がもっと利用しやすいように、もっ
と気持ちよく乗車していただけるようにと社員一丸となって
取り組んでいます。

2013年、弊社は企業再生に取り組む経営共創基盤が出資
する「みちのりホールディングス」の一員となり、新しい一歩
を踏み出しました。財政基盤が安定したことで、これまでな
かなかできなかったバス、タクシーの新車購入などの設備投
資も可能になりました。これからさらに成長、発展していけ
る会社だと思っています。そのためには、現社員を後押しし
てくれるような意欲のある力が必要だと思います。会津地域
の交通はこれからもっと多様化し、どんどん変化していくと
思います。

弊社の長い歴史と皆さんの力を融合し、新しい会津乗合自
動車を築いていきたいと考えています。

会津乗合自動車株式会社は、1943年に創業し、
会津エリアを広範にカバーする乗合バス事業、
福島市・郡山市・いわき市・仙台市・新潟市、
及び首都圏と会津若松市を結ぶ高速バス事業や、
一般貸切事業、タクシー事業を主力事業として
地域住民の皆さんはもとより、
年間300万人以上訪れる観光客の
交通手段を提供する交通事業会社です。

会津若松市

■小さいころから車が大好きでした。会津の公
共交通として、地域住民の足として、誰かの役に
立ちたかった。そんな思いが選んだきっかけで
す。お客様との一期一会を大切に、やりがいの
ある仕事に満足しています。

■ タクシー乗務員 男性（30歳）

■元々タクシーの運転には興味がありました。
ですが、二種免許を持っていなかったため迷っ
ていました。そんなとき、二種免許の取得支援
制度があると聞き、乗務員説明会に参加したの
がきっかけです。

■ タクシー乗務員 男性（45歳）

■派遣社員をしていました。クルマは通勤に使
う程度でしたが、安定した収入をと考え、思い
切って乗務員説明会に参加してみました。
まったくの未経験でしたが、二種免許の取得支
援制度もあって、基礎から親切ていねいに指導
してもらえたので、不安に感じることもなく、今
ではタクシー乗務員として勤務しています。

■ タクシー乗務員 男性（38歳）



バス・タクシー乗務員になるには……

本社 : 〒965-0024 福島県会津若松市白虎町195番地 TEL.0242-22-5560  FAX.0242-32-3001

乗務員希望の方は、60歳未満の方で、普通免許
取得後3年以上であれば、どなたでもご応募いた
だけます。

履歴書/免許証のコピー（両面）
運転記録証明書（5年間）

書類選考
▼
面接／適性検査／実技検査
▼
合否判定
▼
採用内定

自動車教習所入校
2種免許取得

基礎講習/安全講習/車両基礎講習

路上研修/車両操作研修

単独乗務開始

所持免許の種類

応　募

採用試験

本社教育

配属営業所教育

乗務員

大型一種
中型

普通一種大型二種

※掲載されている内容は2022年12月20日現在のものです。予告なしに変更することがあります。※掲載されている画像は全てイメージです。

運転免許取得
支援制度利用

普通二種

充実した研修・サポート制度

お問い合わせは

●タクシー運転者登録制度

0242-22-5553

運輸局長が認定する講習を受講・修了し、タクシー運転者登録
を受けてから単独乗務の開始となります。講習を受けるまで、
社内にてしっかりと接遇や地理の研修を行います。

●平日、朝と夕方だけのスクール
バス乗務で昼間は家事育児に
●コミュニティバス・契約輸送バス
の限定乗務
●週末繁忙日のタクシー乗務
●平日深夜帯のタクシー乗務

■ みちのりホールディングス
 ● 会津バスグループ
 ● 岩手県北バスグループ
 ● 福島交通グループ
 ● 関東自動車グループ
 ● 茨城交通グループ
 ● 湘南モノレール
 ● みちのりトラベルジャパン

■ 会津バスグループ
 ● 会津トラベルサービス…旅行業
 ● あいづスタッフ…人材派遣業
 ● ATS保険サービス…保険業

■ バス事業　▶会津バス
 ● 一般乗合旅客自動車運送事業
 ● 一般貸切旅客自動車運送事業
  若松営業所（会津若松市）
  喜多方営業所（喜多方市）
  坂下営業所（会津坂下町）
  野沢営業所（西会津町）
  田島営業所（南会津町）
  山口営業所（南会津町）
  郡山湖南営業所（郡山市）

■ タクシー事業　▶あいづタクシー
 ● 一般乗用旅客自動車運送事業
  駅前営業所（会津若松市）

■ 整備事業　▶車両・安全部
 ● 自動車整備事業
  車検工場（会津若松市）
  整備工場（喜多方市、南会津町）

■ 売店事業
 ● 土産品販売、飲食物販売
  若松駅前バスターミナル（会津若松市）

会津乗合自動車株式会社

会津乗合自動車株式会社

グループ力で地域と共に走り続けます

会津乗合自動車株式会社 人事総務課
祝日を除く月曜～金曜 8:30～18:00

ご自分の
ライフスタイルに
合わせて働くことが
できます。

たとえば…

お気軽にお問い合わせください。

働き方いろいろ

短時間勤務や
数日勤務も
可能です。経験がなくてもご安心ください。

基礎からていねいに指導いたします。
接遇などの基礎講習に始まり、
危険予知トレーニング
などの安全講習、
車両の構造・取扱
方法などを経て
路上研修を行います。
冬期には雪道訓練
も行っています。



60歳未満・普通免許取得後3年以上であれば、どなたでも参加いただけます60歳未満・普通免許取得後3年以上であれば、どなたでも参加いただけます

2023年 4月 14日（金） ・ 25日（火）
 5月 12日（金） ・ 23日（火）
 6月 13日（火） ・ 30日（金）

開催日の前日までにお電話でお申し込みください

人事総務課まで （月～金8:30-18:00）

● お申し込み・お問い合わせ

0242-22-5553

乗務員募集説明会

乗務員募集説明会開催!
2023年4月14日（金）・25日（火）  5月12日（金）・23日（火）  6月13日（火）・30日（金）

お問い合わせは

乗務員ってどんな仕事?
私にも、運転できるかしら?

タクシーの仕事に興味があるけれど、ちょっぴり不安という方の疑
問にお答えするため、説明会を開催します。
説明会では、実際のタクシーを体験していただいたり、乗務員の業
務内容の説明の他、現役の社員から直接話を聞くことができます。
タクシーの仕事に興味のある方は、ぜひご参加ください。

乗務員希望の方は、60歳未満の方で、普
通免許取得後3年以上であれば、どなた
でも参加いただけます。

● タクシー乗務員の説明会 ・・・15:30から
説明会は1時間程度の内容です

会津バス 本社　会津若松市白虎町195
（会津バス一中前バス停下車徒歩3分）

そんな疑問にお答えします。

● 参加資格

● 日　時

● 場　所

0242-22-5553

タクシー乗務員募集

経験ゼロでも、充実の指導・研修で、しっかりサポート。

乗務員として採用された場合には、会社負担で2種運転免許が
取得できます。（※5年以上の従事が必要です）

2種運転免許取得養成制度

現在、多くの方が、この養成制度を利用して乗務員として活躍しています。

https://www.aizubus.com
〒965-0024 福島県会津若松市白虎町195会津乗合自動車株式会社 人事総務課あいづタクシー 検索

あいづ
タクシー


